
欧米の沿道休憩施設の事例からみた「道の駅」の計画・設計に関する考察
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１．はじめに

 「道の駅」は、沿道の快適な休憩施設として1993年
より広く全国に整備され、今では1,145駅1）（2018年4
月現在）を数え、地域の重要な振興施設ともなってい
る（写真－1）。また、制度発足から25年以上が経過
する中、近年は「道の駅」への多様なニーズに対応し
た機能の充実や施設規模の拡大などに伴う増設・改修
が行われる事例や、当初は温泉施設などの既存施設を
活用していたものを、利用実態に合わせあらためて
「道の駅」として建て替える事例なども増えている。
　一方、「道の駅」は、国土交通省の定める基本的な
設置要件2）はあるものの、施設の設計自由度は高く、
また地域性や独自性が重視されるが、他の公共施設に
比べて発注者である自治体のノウハウ不足や「道の
駅」の設計経験のある技術者も少ない現状にある。ま
た、他の施設や建築物と比べて直接参考となる技術資
料もほとんどない。このような背景もあり、自治体や
設計技術者は「道の駅」の計画や設計に苦慮し、機能
や安全性、魅力が十分でない「道の駅」や、想定した
利用のされ方とはなっていない事例もみられる。
　これに関し著者ら3）は、「道の駅」の現地調査に加
えて、自治体担当者と指定管理者等の運営者へのヒア
リングやアンケート調査を基に、「道の駅」の計画・
設計上の課題が少なくないことを指摘している。他
方、沿道の休憩施設は海外にも多く存在し、機能性が
高く観光振興に貢献している魅力ある施設も少なくな
い（写真－2）。
　本研究では「道の駅」の計画・設計技術の向上及び
これによる地域振興への貢献を目的に、欧米の沿道休
憩施設の整備事例や関連するガイドラインなどの調査
分析、さらに国内の「道の駅」の計画・設計時の検討
プロセスと検討内容に関する事例調査を行い、これら
の比較から「道の駅」の計画・設計上の課題や参考と
なる知見の把握を試みた。

写真－1　地域振興に貢献する「道の駅」

写真－2　地域資源を生かした欧州の沿道休憩施設4）,5）

技術資料
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表－1　海外の沿道休憩施設の整備事例調査の対象とした施設6）～12）

２．欧米豪の沿道休憩施設の整備事例調査

２．１　調査方法

　調査対象の沿道休憩施設は、調査の目的から可能な
限り以下の条件を満たす施設とした。
①ロードツーリズムの盛んな国や地域にあること
②受賞実績があるなど優良事例にあたる施設
③資料の入手が容易な概ね10年以内に整備された施設
④整備事例だけでなく施設の基本コンセプトや計画段

階からの資料が入手できればなお望ましい、とし
た。

　これらの条件を考慮し、欧州・北米・大洋州を主な
調査対象にWeb情報から調査分析を行い、その結果、
有用な情報を得ることができた米国6施設、ノルウェ
ー2施設、英国と豪州各1施設の計10施設を事例の対象
とした（表－1）6）～12）。また、調査内容は、立地環
境や設計コンセプトの他、駐車場、園地、休憩所など
の施設やその配置、バリアフリーや環境対応などを主
な調査項目とした。なお、海外事例については自動車
専用道路の施設も含まれるため、国内の「道の駅」と
の単純な比較はできないが、これらを考慮しても参考
となる事例は多いと考える。

２．２　調査結果と考察

　調査結果のうち、これまで調査してきた「道の駅」
や国内の高速道路のSA・PAの整備事例と比較して、
違いのある特徴的なものを表－2に整理した。以下、
参考となる事項の一部について述べる。
　立地環境設計やコンセプトでは、「立地する土地の
地域性や環境の特徴を伝える」ことや、「最小限の地
形改変」、「地形を積極的に取り込んだ設計」など、
その土地の生かし方の工夫などが確認できた（写真－

3、4）。このことは、国内の「道の駅」の整備におい
て、一度用地を更地にして、樹木類も伐木後に新たに
植栽している事例が多いことと比較して大きな違いが
ある。また、各施設の設計では「徹底した歩車分離と
歩行者保護」（写真－5）、「内部の休憩エリアにおけ
る外部への開放性」、「周辺景観の内部空間への取り
込み」（写真－6）、「主要動線以外も含めたバリアフ
リー化」、「地域内で調達できる天然素材の活用」
（写真－7）、「地域文化の発信や地域資源の循環の視
点からの建築計画」などが確認できた。
　一方、「防犯性を高めるための配慮」や「ピクニッ
クエリアの設置」、「自動販売機の台数制限」など
は、日本ではあまり考慮されていない事項であるが、
これらは国内との社会環境や日常習慣の違いもその理
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表－2　海外の沿道休憩施設の整備事例からみた計画・設計上の特徴
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由として考えられる。これについては、今後、国内に
て利用者ニーズや社会環境、余暇文化の変化によっ
て、同様な整備や配慮が必要となる「道の駅」も増え
てくる可能性がある。

３．欧米の沿道休憩施設と「道の駅」の計画／設計手

　　法の比較

　２．の欧米の沿道休憩施設の整備事例調査に加え、

写真－3　Straight River Rest Area（写真：AECCAFE8））

（高低差のある地形や後背の樹林地を活用することを

前提に、敷地造成が計画されている）

写真－7　Home Ranch Welcome Center（写真：AECCAFE8））

（主要材料として木材を使用したり、地域の歴史ある樹木

を保存活用している例）

写真－4　Strømbu Rest Area（写真：archdaily11））

（隣接する水辺と樹林地の活用を前提に敷地造成や

歩行者動線が計画されている）

写真－6　Strømbu Rest Area（写真：archdaily11））

（積極的な周辺景観の内部空間への取り込み）

写真－5　Allegany River Rest Area

（写真：Google maps）

（一般車とトラックの駐車場が分離され、広いピクニック

エリアを有する）

Image Courtesy © Corey Gaffer

Image Courtesy © Snow Kreilich Architects

Image Courtesy © Paul Warchol an Matthew Millman
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資料が入手できるもの。
③検討委員会等が設置され、その記録が確認できれば

更に望ましい。
　これらの条件から、北海道3、東北2、関東6、北陸
2、中国2、四国2の計17の「道の駅」を対象にWeb情
報や書籍類から調査を行った。また、「道の駅」整備
時に駐車場の設計などについて参考としている、国内
の高速道路のSA・PAに関し、道路管理者の発行して
いる設計要領21）、22）についても調査した。
　調査内容は、前述の３．１．１の海外の事例調査と
同様に計画・設計時の検討手順及び各検討段階での検
討項目、具体の検討手法とした。

３．２　調査結果と考察

　調査結果については、各々、①「導入する機能」、
②「需要予測」、③「施設規模」、④立地計画、⑤敷
地内配置、⑥設備・仕様、⑦事業運営に関する計画時
の検討項目、について整理分析した。これらの調査結
果のうち、国内の「道の駅」と比較して米国の事例か
らみた特徴的な事項についての抜粋を表－4に示す。
　これによると、導入機能の検討における「利用者ニ
ーズに合わせた整備」、立地計画における「路線やエ
リア全体の最適化の視点での立地計画」、「需要が集
中しないよう考慮」、事業運営における「利用状況の
分析に基づく移転の検討」、「施設を廃止する場合の
具体の手順の設定」などは、国内の「道の駅」では実
践されていない。これらは、施設の整備主体が道路管
理者であることも一因と考えられる。
　ただし、国内にあっても道路利用者の視点で考えた
場合、多くは沿道休憩施設の整備にあたって本来配慮
されるべき事項でもあり、特に災害時の求められる

施設の整備基準やガイドライン類などの技術資料から
読み取れる計画・設計手法について、国内の「道の
駅」と比較することが有効であると考え、これらの資
料収集・調査分析を行った。

３．１　調査方法

３．１．１　欧米の計画・設計手法や事例の調査

　沿道休憩施設の整備基準や計画・設計手法に関する
技術資料は、米国における関連資料や情報の入手が欧
州や豪州に比較して容易であったため、米国を中心に
Web情報から資料の収集・調査を行った。このうち、
表－3に示す米国7州の8つのマニュアルと沿道休憩施
設の計画に関する資料13）～20）を最終的な調査対象資料
とした。
　また、調査内容は国内の「道の駅」の計画・設計プ
ロセス上の課題と参考となる事項の把握を主眼に、計
画・設計時の検討手順及び需要予測など各検討段階で
の検討項目、その際の具体の検討手法などに着目し
た。
３．１．２　国内「道の駅」の計画・設計事例の調査

 「道の駅」については、設置要件はあるものの1）2）、
計画や設計にあたっての基準類や計画手法は示されて
いなく、個別の「道の駅」毎に個別に計画・設計がな
されている。そこで、国内の「道の駅」については、
実際の計画・設計事例を基に調査した。

　調査対象の選定は、国内すべての「道の駅」を対象
に可能な限り以下の条件を満たすものとした。
①最新の事例がより参考となるため、概ね5年以内に

基本構想または基本計画が策定されたもの。
②基本構想・基本計画・基本設計のうち、二つ以上の

表－3　海外の沿道休憩施設における整備基準や計画手法に関する調査の対象とした資料13）～20）
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表－4　米国の沿道休憩施設の整備基準や計画手法と「道の駅」の検討プロセスの事例比較
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併せて、米国における沿道休憩施設の整備基準や計
画・設計手法について調査し、国内の「道の駅」の計
画・設計事例との比較を行った。
　その結果、主に自治体が整備する日本の「道の駅」
においても、計画・設計時に考慮すべき手順や検討事
項のほか、将来の社会環境などの変化により、今後
「道の駅」でも考慮する必要が生じる可能性のある事
項などを把握することができた。特に、「道の駅」の
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